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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 13,826 △0.5 1,703 △21.3 1,787 △25.1 820 △10.1
25年3月期第1四半期 13,902 0.6 2,166 22.7 2,385 24.7 912 △13.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,045百万円 （△19.5％） 25年3月期第1四半期 1,297百万円 （9.6％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 18.26 ―
25年3月期第1四半期 20.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 98,914 58,983 59.0 1,298.89
25年3月期 99,356 58,567 58.4 1,290.03
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 58,383百万円 25年3月期 57,985百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 14.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 30,638 3.0 3,123 △21.4 3,245 △21.5 1,675 △8.1 37.28
通期 61,376 2.5 6,245 △5.4 6,503 △5.8 3,353 1.2 74.61
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業
績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 46,735,334 株 25年3月期 46,735,334 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,786,723 株 25年3月期 1,786,723 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 44,948,611 株 25年3月期1Q 44,948,644 株
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高13,826百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益1,703百万円（前年

同期比21.3%減）、経常利益1,787百万円（前年同期比25.1％減）、四半期純利益は820百万円（前年同期比10.1％

減）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間から、各事業セグメントの不動産

関連費用の測定方法を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の測定方

法に基づき組み替えた数値で比較しております。

① 制作関連事業

制作関連事業の売上高は、前年同期に比べ7.2％減の7,054百万円となり、営業利益は前年同期に比べ32.9％減の

830百万円となりました。ＣＭ制作の受注は前年同期並みに推移しておりますが、第１四半期の売上高については

前年同期に比べて減少しました。また、ポストプロダクション部門もその影響を受け、減収減益となりました。

② 放送関連事業

放送関連事業の売上高は、前年同期に比べ1.6％増の3,479百万円となり、営業利益は前年同期に比べ28.1％減の

526百万円となりました。ＣＳ放送向け番組販売が堅調であったため増収となりましたが、当社関連チャンネルに

おいてスカパー新帯域（東経110度）のＨＤ化等の費用が、当年度は第１四半期より発生したため減益となりまし

た。

③ 映像関連事業

映像関連事業の売上高は、前年同期に比べ25.8％増の2,993百万円となり、営業利益は前年同期に比べ24.4％増

の471百万円となりました。ライツ部門において『牙狼＜ＧＡＲＯ＞』関連のキャラクターライセンス販売が好調

であったこと、また日本語版制作事業が好調であったことにより増収増益となりました。

④ 物販事業

物販事業の売上高は、前年同期に比べ16.1％増の1,753百万円となり、営業損失は13百万円（前年同期は26百万

円の損失）となりました。ナショナル麻布スーパーマーケットは前年同期には本店ビル建て替えに伴い休業してお

りましたが、当第１四半期は平常営業となったため、売上高は前年同期を上回り営業損失は縮小しました。

（注）上記セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ金額を記載しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、98,914百万円であり、前連結会計年度末に比べ442百万

円減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少2,182百万円、映像使用権の増加668百万円及び仕掛

品の増加1,117百万円等であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、39,930百万円であり、前連結会計年度末に比べ858百万

円減少いたしました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1,200百万円、短期借入金の増加1,121百万

円、未払法人税等の減少1,378百万円及び前受金の増加433百万円等であります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、58,983百万円であり、前連結会計年度末に比べ415百

万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加191百万円及びその他の包括利益累計額の増加206百

万円等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年５月17日発表の第２四半期及び通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づいて作成しており、

当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる結果

となる可能性があります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を

使用する方法によっております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,852,172 35,669,282

受取手形及び売掛金 16,068,875 16,287,358

有価証券 664,461 752,146

映像使用権 5,106,958 5,775,904

仕掛品 3,115,260 4,232,789

その他のたな卸資産 401,322 395,164

その他 6,080,418 6,003,099

貸倒引当金 △11,799 △11,128

流動資産合計 69,277,669 69,104,618

固定資産

有形固定資産

土地 13,085,275 13,104,081

その他（純額） 7,433,158 7,307,419

有形固定資産合計 20,518,433 20,411,500

無形固定資産

のれん 788,673 757,256

その他 227,847 224,896

無形固定資産合計 1,016,521 982,152

投資その他の資産

投資有価証券 6,860,182 6,632,823

その他 1,916,757 2,016,926

貸倒引当金 △232,849 △233,931

投資その他の資産合計 8,544,089 8,415,817

固定資産合計 30,079,044 29,809,471

資産合計 99,356,714 98,914,089

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,909,314 15,708,613

短期借入金 12,239,000 13,360,000

未払法人税等 2,174,067 795,115

賞与引当金 667,908 336,212

その他 4,078,249 5,088,437

流動負債合計 36,068,539 35,288,378

固定負債

退職給付引当金 630,566 696,254

役員退職慰労引当金 430,779 444,570

その他 3,659,630 3,501,716

固定負債合計 4,720,975 4,642,540

負債合計 40,789,515 39,930,919
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,487,183 2,487,183

資本剰余金 3,729,851 3,729,851

利益剰余金 54,050,202 54,241,621

自己株式 △1,728,073 △1,728,073

株主資本合計 58,539,163 58,730,582

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 983,357 845,536

繰延ヘッジ損益 34,957 41

為替換算調整勘定 △1,572,356 △1,192,800

その他の包括利益累計額合計 △554,041 △347,223

少数株主持分 582,077 599,810

純資産合計 58,567,199 58,983,169

負債純資産合計 99,356,714 98,914,089
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 13,902,521 13,826,449

売上原価 9,644,167 9,809,752

売上総利益 4,258,354 4,016,696

販売費及び一般管理費 2,092,292 2,312,861

営業利益 2,166,061 1,703,835

営業外収益

受取利息 7,284 5,544

受取配当金 33,015 49,748

持分法による投資利益 158,812 41,403

経営指導料 33,979 34,007

その他 28,711 14,296

営業外収益合計 261,804 145,000

営業外費用

支払利息 37,761 27,182

為替差損 － 26,289

その他 5,023 8,306

営業外費用合計 42,784 61,777

経常利益 2,385,081 1,787,058

特別利益

受取補償金 － 87,975

その他 － 2,351

特別利益合計 － 90,327

特別損失

固定資産売却損 － 2,528

投資有価証券評価損 361,365 477

その他 11,225 －

特別損失合計 372,591 3,005

税金等調整前四半期純利益 2,012,490 1,874,380

法人税等 1,050,326 1,035,947

少数株主損益調整前四半期純利益 962,163 838,432

少数株主利益 49,211 17,732

四半期純利益 912,952 820,700
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 962,163 838,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 115,948 △137,821

繰延ヘッジ損益 △5,412 △34,916

為替換算調整勘定 218,883 369,248

持分法適用会社に対する持分相当額 6,096 10,307

その他の包括利益合計 335,515 206,818

四半期包括利益 1,297,679 1,045,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,248,468 1,027,518

少数株主に係る四半期包括利益 49,211 17,732
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育事業等を含んでおりま

す。

２．セグメント利益又は損失の調整額△165,660千円には、セグメント間取引消去△37,504千円、不動産関連費

用の調整額（近隣の賃貸相場を参考に設定した標準賃貸単価をもとに算定した標準価額と実際発生額との差

額）389,541千円及び全社費用△517,697千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育事業等を含んでおりま

す。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

制作関連

事業

放送関連

事業

映像関連

事業
物販事業 計

売上高

外部顧客への売上高 7,156,283 3,334,480 2,028,361 1,335,141 13,854,267 48,254 13,902,521 － 13,902,521

セグメント間の内部売上

高又は振替高
445,317 89,957 351,434 175,090 1,061,800 17,368 1,079,168 △1,079,168 －

計 7,601,600 3,424,437 2,379,796 1,510,232 14,916,067 65,622 14,981,690 △1,079,168 13,902,521

セグメント利益又は損失

（△）
1,237,759 732,657 379,261 △26,707 2,322,972 8,749 2,331,721 △165,660 2,166,061

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

制作関連

事業

放送関連

事業

映像関連

事業
物販事業 計

売上高

外部顧客への売上高 6,583,113 3,133,194 2,468,922 1,588,808 13,774,038 52,411 13,826,449 － 13,826,449

セグメント間の内部売上

高又は振替高
471,256 346,661 524,670 164,514 1,507,102 15,772 1,522,874 △1,522,874 －

計 7,054,370 3,479,855 2,993,592 1,753,322 15,281,140 68,183 15,349,324 △1,522,874 13,826,449

セグメント利益又は損失

（△）
830,544 526,820 471,885 △13,911 1,815,338 13,676 1,829,015 △125,179 1,703,835
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２．セグメント利益又は損失の調整額△125,179千円には、セグメント間取引消去△12,236千円、不動産関連費

用の調整額（近隣の賃貸相場を参考に設定した標準賃貸単価をもとに算定した標準価額と実際発生額との差

額）405,113千円及び全社費用△518,057千円が含まれております。

全社費用は、主に報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間から、当社グループの主力事業である制作関連事業の大幅な組織変更に伴い、各事業セ

グメントの業績をより適正に評価管理するために、各事業セグメントの不動産関連費用の測定方法を、不動産の使用

によって実際に発生する費用をもとに測定する方法から、近隣の賃貸相場を参考に設定した標準賃貸単価をもとに測

定する方法に変更しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期連結累計期間の事業セグメントの利益（又は

損失）の測定方法に基づき作成した情報につきましては、「Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 

至平成24年６月30日）」の「１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」に記載してお

ります。
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